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日吉津村農業委員会２月 月例総会議事録 
 

１．開 催 日 時  平成３1年２月８日（金)午後１時３０分から午後３時２５分 

 

２．場      所  日吉津村役場２階 第３会議室 

 

３．出  席  者  委員  １０人 

       会長   １０番  齋下 博三 

       委員    １番  川原 邦建 

             ２番  加藤 達郎 

             ３番  兼本 修二 

             ４番  三鴨 真樹 

             ５番  安達 哲也 

             ６番  立脇 賢二 

             ７番  山﨑 博 

             ８番  上野 秀雄 

             ９番  長谷 昭宏 

 

農業委員会事務局職員 事 務 局 長 益田 英則 

           事 務 局 齋古 直樹 

                 増本 唯史 

 

４．欠 席 者   なし 

 

５．議 事 日 程 

日程第 １        会議録署名委員の指名 

   日程第 ２        諸般の報告について（行事報告） 

   日程第 ３ 報告第 ２ 号 農地法第１８条第６項の規定による通知について 

   日程第 ４ 議案第 ３ 号 農用地利用配分計画の認可について 

   日程第 ５ 議案第 ８ 号 農地法第３条の規定による許可申請について 

   日程第 ６ 議案第 ９ 号 農地法第５条第１項の規定による許可申請について 

   日程第 ７ 議案第１０号 日吉津村農用地利用集積計画について 

   日程第 ８ 議案第１１号 農用地利用配分計画(案)に係る意見ついて 

   日程第 ９ 議案第１２号 特定農地の貸付けについて 

   日程第 10 その他 

          ① 営農型太陽発電施設備下部の営農状況について 

          ② ３月 月例総会の開催日について 

 

６．会議の概要 

局長     ただいまから平成 31 年 2 月、日吉津村農業委員会月例総会を開会いたしま

す。出席委員は在任委員 10 名中 10 名です。定足数に達しておりますので、総

会は成立しております。 

それでは、会長より開会の挨拶をお願いいたします。 

 

議長     今月の委員会を開催させていただきます。 

       今朝は霙が降っていましたが、今は溶けている状況です。今夜から明日にか

けて寒波が居座るという事です。雪に対してはハウスの歪み等が心配されます。
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皆さん、目配り・気配りをお願いいたします。 

日程第 1、会議録署名委員さんの指名をさせていただきます。今月は 8番・上

野委員さん 9番・長谷委員さんにお願いいたします。 

 
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━ 

 

議長     続きまして日程第 2、諸般の報告。行事報告を事務局からお願いします。 

 

〔事務局 行事報告説明〕 

 

議長     諸般の報告が事務局よりございました。 

       発言される際は、挙手をし、会長より指名を受け、番号・氏名を言ってから

発言をお願いします。 

皆さんご意見・ご質問はありませんか。 

 

〔発言する者なし〕 

 

議長     無いようでしたら、次の日程に移らせていただきます。 

 
 ━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━ 

 

議長     日程第 3、報告第 2 号、農地法第 18 条第 6 項の規定による通知について事務

局より説明をお願いいたします。 

 

〔事務局 報告第 2号、農地法第 18条第 6項の規定による通知について説明〕 

 

議長     報告第 2号、農地法第 18条第 6項の規定による通知につきまして、皆さんご

意見・ご質問はありませんか。 

 

〔発言する者なし〕 

 

議長     無いようでしたら、次の日程に移らせていただきます。 

 
 ━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━ 
 

議長     日程第 4、報告第 3号、農用地利用配分計画の認可について事務局より説明を

お願いいたします。 

 

〔事務局 報告第 3号、農用地利用配分計画の認可について説明〕 

 

議長     報告第 3 号、農用地利用配分計画の認可につきまして、皆さんご意見・ご質

問はありませんか。 

 

〔発言する者なし〕 

 

議長     無いようでしたら、次の日程に移らせていただきます。 

 
 ━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━ 
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議長     日程第 5、議案第 8号、農地法第 3条の規定による許可申請について事務局よ

り説明をお願いいたします。 

 

〔事務局 議案第 8号、農地法第 3条の規定による許可申請について説明〕 

 

議長     議案第 8 号、農地法第 3 条の規定による許可申請につきまして、ご意見・ご

質問はありませんか。 

 

山﨑委員   坪単価は妥当か。 

 

事務局    不動産鑑定士に依頼したという事です。 

 

立脇委員   二番目の案件について農業の名は○○さんか。家族構成は間違いないか。 

 

事務局    農業の名は○○さんです。家族構成は本人を外してこのとおりです。 

 

議長     他にありませんか。 

 

〔発言する者なし〕 

 

議長     無いようでしたら、採決に入ります。承認される方の挙手を求めます。 

 

〔挙手全員〕 

 

議長     承認されました。ありがとうございました。次に移ります。 

 
 ━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━ 

 

議長     日程第 6、議案第 9号、農地法第 5条第 1項の規定による許可申請について事

務局より説明をお願いいたします。 

 

〔事務局 議案第 9号、農地法第 5条第 1項の規定による許可申請について説明〕 

 

議長     議案第 9 号、農地法第 5 条第 1 項の規定による許可申請につきまして、ご意

見・ご質問はありませんか。 

 

山﨑委員   年齢は？ 

 

事務局    不明です。 

 

議長     他にありませんか。 

 

〔発言する者なし〕 

 

議長     無いようでしたら、採決に入ります。承認される方の挙手を求めます。 

 

〔挙手全員〕 
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議長     承認されました。ありがとうございました。次に移ります。 

 
 ━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━ 

 

議長     日程第 7、議案第 10 号、日吉津村農用地利用集積計画について事務局より説

明をお願いいたします。 

 

〔事務局 議案第 10号、日吉津村農用地利用集積計画について説明〕 

 

議長     議案第 10号、日吉津村農用地利用集積計画につきまして、皆さんご意見・ご

質問はありませんか。 

 

山﨑委員   基盤法の貸借から中間管理事業へ乗り換える際、賃貸借か使用貸借かについ

て双方への話はないか。 

 

事務局    双方へ条件提示し、最終的に双方が押印いたします。 

 

山﨑委員   その過程の中で、賃貸借から使用貸借への変更の論議はないか。 

 

議長     他にありませんか。 

 

〔発言する者なし〕 

 

議長     無いようでしたら採決に入ります。承認される方の挙手を求めます。 

 

〔挙手全員〕 

 

議長     承認されました。ありがとうございました。次に移ります。 

 
 ━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━ 

 

議長     日程第 8、議案第 11 号、農用地利用配分計画(案)に係る意見について事務局

より説明をお願いいたします。 

 

〔事務局 議案第 11号、農用地利用配分計画(案)に係る意見について説明〕 

 

議長     議案第 11号、農用地利用配分計画(案)係る意見につきまして、皆さんご意見・

ご質問はありませんか。 

 

議長     他にありませんか。 

 

〔発言する者なし〕 

 

議長     無いようでしたら採決に入ります。承認される方の挙手を求めます。 

 

〔挙手全員〕 
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議長     承認されました。ありがとうございました。次に移ります。 

 
 ━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━ 

 

議長     日程第 9、議案第 12 号、特定農地の貸付けの承認について事務局より説明を

お願いいたします。 

 

〔事務局 議案第 12号、特定農地の貸付けの承認について説明〕 

 

議長     議案第 12号、特定農地の貸付けの承認につきまして、皆さんご意見・ご質問

はありませんか。 

 

立脇委員   解約時の圃場の状態が明記されていないが。 

 

事務局    設置管理条例を制定する中で、入れていきたいと思います。 

 

山﨑委員   区画以外の草刈等はどうするのか。 

 

事務局    維持管理費を計上しております。 

 

山﨑委員   村が作業を行うという事でいいか。 

 

局長     今年度については、村で予算計上し、管理をしていくという事です。今後は、

入植者の組織ができれば、その中で検討していくことも可能と考えます。 

 

川原委員   既に玉ねぎが植わっている圃場もある。以前からの耕作者をないがしろにし

ないように。 

 

局長     既に耕作されている方もおられますので、綿密に話をしていきたい。 

 

山﨑委員   継続して耕作される方の既得権のようなものはないのか。 

 

事務局    第 10 条の貸付の更新で対応いたします。 

 

山﨑委員   ポンプの打込みの深さはどれ位か。初年度と何年に 1 回は水質検査をしても

らいたい。 

 

立脇委員   申込者が圃場の場所を選べるのか。 

 

事務局    イメージとして、委員会をつくり、その中で決めていきたい。 

 

山﨑委員   特定農地の貸付だから営利目的はダメなのか。 

 

事務局    全国のひながたに従いました。 

 

山﨑委員   規程にないが、管理責任者は誰か。 

 

事務局    村です。 
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山﨑委員   最終的な責任者は村長か。 

 

事務局    責任者は村長です。 

 

上野委員   井戸水は飲料に適しないとポンプの所に明記が必要。 

 

議長     他にありませんか。 

 

〔発言する者なし〕 

 

議長     無いようでしたら採決に入ります。承認される方の挙手を求めます。 

 

〔挙手全員〕 

 

議長     承認されました。ありがとうございました。次に移ります。 

 
 ━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━ 

 

議長     日程第 11、その他①営農型太陽発電設備下部の営農状況について 

 

〔事務局 その他①、営農型太陽発電設備下部の営農状況について説明〕 

 

議長     その他①、営農型太陽発電設備下部の営農状況につきまして、皆さんご意見・

ご質問はありませんか。 

 

〔発言する者なし〕 

 

議長     次に進みます。 

 
 ━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━ 

 

議長     日程第 11、その他②、3 月 月例総会の開催日について 

 

事務局    3 月 8 日(金)はどうでしょうか。 

 

議長     それでは、3 月 8 日(金)午後 1 時 30 分でお願いいたします。 

 

議長     その他ありませんか。 

 

〔事務局 その他、相続人不在農地に農地中間管理機構が 

20年の利用権を設定するための手続きについて説明〕 

 

局長     ホレコ川沿いの農地で作物が盗まれる事例がありますが、発見したら警察に

届けるようにしていただきたい。 

 

議長     他に無いようですので、以上で月例総会を終了いたします。 

 

閉会時刻  午後 3時 25分 

 


